
自治体名：本巣市 年度：令和元年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 160,144,699,503

    有形固定資産 156,051,395,098

      事業用資産 30,261,781,027

        土地 13,249,763,360

        土地減損損失累計額 -

        立木竹 -

        立木竹減損損失累計額 -

        建物 43,979,457,554

        建物減価償却累計額 -28,418,168,022

        建物減損損失累計額 -

        工作物 2,165,967,756

        工作物減価償却累計額 -1,231,527,621

        工作物減損損失累計額 -

        船舶 -

        船舶減価償却累計額 -

        船舶減損損失累計額 -

        浮標等 -

        浮標等減価償却累計額 -

        浮標等減損損失累計額 -

        航空機 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 516,288,000

      インフラ資産 124,096,976,531

        土地 79,643,605,922

        土地減損損失累計額 -

        建物 6,509,908,887

        建物減価償却累計額 -3,399,890,846

        建物減損損失累計額 -

        工作物 72,282,470,107

        工作物減価償却累計額 -31,387,456,759

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 448,339,220

      物品 5,920,935,697

      物品減価償却累計額 -4,228,298,157

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 91,854,161

      ソフトウェア 91,773,580

      その他 80,581

    投資その他の資産 4,001,450,244

      投資及び出資金 278,308,100

        有価証券 248,509,200

        出資金 29,798,900

        その他 -

      長期延滞債権 108,780,273

報告書（連結財務諸表）

金額
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自治体名：本巣市 年度：令和元年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

報告書（連結財務諸表）

金額

      長期貸付金 174,921,000

      基金 3,460,027,419

        減債基金 -

        その他 3,460,027,419

      その他 -

      徴収不能引当金 -16,086,548

  流動資産 6,499,903,220

    現金預金 2,253,903,865

    未収金 194,660,220

    短期貸付金 20,000,000

    基金 4,040,110,988

      財政調整基金 3,624,429,803

      減債基金 415,681,185

    棚卸資産 77,670

    その他 -

    徴収不能引当金 -8,849,523

  繰延資産 -

資産合計 166,644,602,723
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自治体名：本巣市 年度：令和元年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：円）

科目名

報告書（連結財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 29,064,728,679

    地方債等 25,790,363,456

    長期未払金 -

    退職手当引当金 322,122,977

    損失補償等引当金 349,792,000

    その他 2,602,450,246

  流動負債 2,766,100,219

    １年内償還予定地方債等 2,253,678,797

    未払金 112,739,792

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 169,434,880

    預り金 221,413,790

    その他 8,832,960

負債合計 31,830,828,898

【純資産の部】

  固定資産等形成分 164,204,810,491

  余剰分（不足分） -29,391,036,666

  他団体出資等分 -

純資産合計 134,813,773,825

負債及び純資産合計 166,644,602,723
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自治体名：本巣市 年度：令和元年度

会計：全体会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：円）

科目名

  経常費用 19,275,786,786

    業務費用 11,297,006,198

      人件費 2,514,829,266

        職員給与費 1,939,579,500

        賞与等引当金繰入額 169,434,880

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 405,814,886

      物件費等 8,442,061,908

        物件費 4,875,407,250

        維持補修費 535,424,201

        減価償却費 3,031,230,457

        その他 -

      その他の業務費用 340,115,024

        支払利息 210,942,073

        徴収不能引当金繰入額 20,078,987

        その他 109,093,964

    移転費用 7,978,780,588

      補助金等 6,033,199,802

      社会保障給付 1,881,145,453

      その他 64,435,333

  経常収益 1,640,954,038

    使用料及び手数料 812,985,396

    その他 827,968,642

純経常行政コスト 17,634,832,748

  臨時損失 45,206,427

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 45,126,202

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 80,225

  臨時利益 60,384,521

    資産売却益 14,071,521

    その他 46,313,000

純行政コスト 17,619,654,654

報告書（連結財務諸表）
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自治体名：本巣市 年度：令和元年度

会計：全体会計   

資金収支計算書(CF) （単位：円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 16,218,409,128

    業務費用支出 8,239,628,540

      人件費支出 2,515,104,856

      物件費等支出 5,449,517,094

      支払利息支出 210,942,073

      その他の支出 64,064,517

    移転費用支出 7,978,780,588

      補助金等支出 6,033,199,802

      社会保障給付支出 1,881,145,453

      その他の支出 64,435,333

  業務収入 17,705,658,675

    税収等収入 11,879,414,331

    国県等補助金収入 4,213,866,567

    使用料及び手数料収入 789,832,098

    その他の収入 822,545,679

  臨時支出 80,225

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 80,225

  臨時収入 -

業務活動収支 1,487,169,322

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,339,896,090

    公共施設等整備費支出 2,049,768,090

    基金積立金支出 267,128,000

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 23,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,304,831,921

    国県等補助金収入 744,510,400

    基金取崩収入 518,828,000

    貸付金元金回収収入 27,422,000

    資産売却収入 14,071,521

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,035,064,169

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,134,885,430

    地方債等償還支出 2,126,088,470

    その他の支出 8,796,960

  財務活動収入 1,620,265,000

    地方債等発行収入 1,620,265,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -514,620,430

本年度資金収支額 -62,515,277

前年度末資金残高 2,095,005,352

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,032,490,075

前年度末歳計外現金残高 224,395,050

本年度歳計外現金増減額 -2,981,260

本年度末歳計外現金残高 221,413,790

本年度末現金預金残高 2,253,903,865

報告書（連結財務諸表）

金額
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自治体名：本巣市 年度：令和元年度

会計：全体会計   

純資産変動計算書(NW) （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 135,578,192,489 165,473,736,039 -29,895,543,550 -

  純行政コスト（△） -17,619,654,654 -17,619,654,654 -

  財源 16,931,848,891 16,931,848,891 -

    税収等 12,017,561,724 12,017,561,724 -

    国県等補助金 4,914,287,167 4,914,287,167 -

  本年度差額 -687,805,763 -687,805,763 -

  固定資産等の変動（内部変動） -925,612,389 925,612,389

    有形固定資産等の増加 2,257,601,713 -2,257,601,713

    有形固定資産等の減少 -3,076,356,659 3,076,356,659

    貸付金・基金等の増加 196,392,557 -196,392,557

    貸付金・基金等の減少 -303,250,000 303,250,000

  資産評価差額 -10,573,367 -10,573,367

  無償所管換等 1,027,490 1,027,490

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -67,067,024 -333,767,282 266,700,258

  本年度純資産変動額 -764,418,664 -1,268,925,548 504,506,884 -

本年度末純資産残高 134,813,773,825 164,204,810,491 -29,391,036,666 -

報告書（連結財務諸表）
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